商品名

商品コード

税込商品単価 税込会員価格

説明

ApeCare + 60/60日サポートPACK

4909029244982

¥16,500

¥13,200 ネック反り、オクターブ調整、弦高調整などギターの基本メンテ
ナンスコースを６０日間に加えフレット鏡面加工、ボディクリー
ニング、ワックス仕上げを追加したコースです。

ApeCare 365/365日サポートPACK

4909029245767

¥13,750

¥11,000 ネック調整、オクターブ調整、配線クリーニング、弦高調整を３
６５日間いつでもメンテナンスするコースです。

ApeCare 60/60日サポートPACK

4909029245750

¥9,597

¥7,678 ネック反り、オクターブ調整、弦高調整などギターの基本メンテ
ナンスコースを６０日間

ApeCare Full Contact 365/365日サポートPACK 4909029244470

¥96,250

¥77,000 リフレット・指板強制・手作業による精密擦り合わせを基本にし
たハイエンドギター化コースです。
インストール後のネック調整、オクターブ調整、配線クリーニン
グ、弦高調整を３６５日間メンテナンスサポートしていきます。
ベリーエイプイチオシのコースです。

4909029245804

¥48,125

¥38,500 ネック反り、オクターブ調整、弦高調整などギターの基本メンテ
ナンスコースを永久的にメンテナンスするコースです。

ApeCare Pt Pratinum 365/365日サポートPACK 4909029240786

¥48,125

¥38,500 ネック調整、オクターブ調整、配線クリーニング、弦高調整の基
本メンテナンスに加え、初回にフレット擦り合わせ、フレット磨
き出し（鏡面 or MATT or ヘアラインから選択）ネック＆ボディ
コンディションメンテナンス、ボディクリーニング、ワックスコ
ーティングを行います。３６５日間いつでもメンテナンス致しま
す。

ApeCare Premium Pro+

リペア/jazzmasterブリッジ加工

4909029240633

¥8,250

¥6,600 JAZZMASTER、MUSTANGなどのブリッジの調整を行います。

リペア/LSRローラーナットインストール

4909029000311

¥16,500

リペア/OJ交換（アコギ）

4909029240731

¥2,750

¥2,200 アコースティックギターのアウトプットジャック交換料金です。

リペア/OJ交換（エレキ）

4909029240724

¥2,035

¥1,650 アウトプット交換料金です。

リペア/P.U.ベースプレート取付

4909029246887

¥5,500

¥4,400 ベースピックアップの底面にアース付きスポンジをインストール
します。

リペア/PEG交換１個

4909029244272

¥2,035

¥1,650 ペグ１個の交換料金です。セットで交換の場合はまとめ価格が別
にあります。

リペア/PG貼り直し

4909029245521

¥11,000

¥8,800 アコースティックギターのピックガード剥離・張り替え料金で
す。

リペア/PG配線

4909029244487

¥12,375

¥9,900 ピックガードにピックアップ、SW、ポット類を配線する料金で
す。

リペア/PU交換OP（プリアンプ入替）

4909029244135

¥12,375

¥9,900 アクティブタイプのベースのプリアンプ交換料金。

リペア/PU交換・入替

4909029245965

¥5,500

¥4,400 既存のピックアップを交換する作業料金です。

リペア/PU交換（他店購入・1個）

4909029240816

¥6,875

¥5,500 他店で購入、または持込のピックアップを１個交換する料金で
す。

リペア/PU交換（他店購入・2個）

4909029240823

¥12,375

リペア/PU交換（他店購入・2個）

4909029245170

¥13,750

リペア/PU交換（当店購入・1個）

4909029240793

¥3,437

¥2,750 当店で購入頂いたピックアップを交換する場合の料金です。

リペア/PU交換（当店購入・2個）

4909029240809

¥6,875

¥5,500 当店で購入頂いたピックアップを２個同時に交換する料金です。

リペア/PU交換２個OP（当店購入・配線手直
し）

4909029240847

¥12,375

¥9,900 当店でピックアップを購入し、なおかつ加工が必要な場合の工賃
です。

リペア/PU取付（当店購入・アコギ穴明け）

4909029240830

¥8,250

¥6,600 当店購入のアコースティックギターのピックアップを取り付ける
工賃です。
アウトプットジャックの穴開けも行います。

リペア/TAP回路配線

4909029000308

¥6,875

¥5,500 ハム・シングル切替などのタップ配線工賃です。

リペア/アコギブリッジ剥がれ

4909029240670

¥16,500

¥13,200 アコースティックギターのブリッジ剥がれの再接着料金です。

リペア/アコギ・オクターブ調整

4909029000309

¥13,750

¥11,000 アコースティックギターのオクターブを調整します。
サドル製作工賃込み、サドル材料費別です。

リペア/アッセンブリー全交換

4909029245255

¥16,500

¥13,200 ピックガード、アウトプットジャックプレート、ピックアップな
ど全アッセンブリー交換時の料金です。

リペア/オクターブ調整

4909029240656

¥4,125

¥3,300 エレキギター・ベースのオクターブ調整料金です。

リペア/オクターブ調整（フロイド）

4909029240663

¥4,812

¥3,850 フロイド・ローズのオクターブ調整料金です。

リペア/ギター診断料

4909029240922

¥2,062

¥1,650 現在の弦高、ネックの状態、アッセンブリーの状態などを細部に
わたって診断します。
基本的に分解が必要な場合の見積り料金です。

リペア/サスティナーインストール（電池ボッ
クス取付有り）

4909029000312

¥55,000

¥44,000 フェルナンデスのサスティナーキットやサスティニアック等のイ
ンストール料金です。
電池ボックスの取付が必要な場合の料金です。

リペア/サスティナーインストール（電池ボッ
クス無し）

4909029000313

¥41,250

¥33,000 フェルナンデスのサスティナーキットやサスティニアック等のイ
ンストール料金です。
電池ボックスの取付が不要な場合の料金です。

¥13,200 LSRローラーナットのインストール料金です。
チューニングの安定、イントネーション問題を解決します。

¥9,900 他店で購入、または持込のピックアップ交換料金です。
¥11,000 他店、もしくは持込みのピックアップ交換料金です。
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リペア/サドル作成

4909029240632

¥8,250

¥6,600 角材からサドルを削り出します。

リペア/サドル弦高調整

4909029243817

¥2,750

¥2,200 サドル底面を削って弦高を下げる料金です。

リペア/ザグリ加工

4909029244791

¥11,000

¥8,800 ピックアップザグリなど（１箇所）

リペア/シールディング（伝導塗料）

4909029000306

¥11,000

¥8,800 ピックアップキャビティ内全部、アッセンブリーキャビティ全部
に電動塗料を塗り全体をシールディングします。

リペア/シールディング（小）

4909029247014

¥5,500

¥4,400 小範囲（ピックアップキャビティ内等）のシールディング料金で
す。

リペア/スイッチ交換

4909029240885

¥4,125

¥3,300 ピックアップ・セレクターの交換料金です。

リペア/スイッチ増設加工

4909029247082

¥6,875

¥5,500 キルスイッチ等のスイッチ増設加工料金

リペア/スタッド取付け

4909029243800

¥1,375

¥1,100 TOM等のブリッジスタッドの緩み、浮きの補修料金です。

リペア/ストラップピン取付け

4909029240565

¥2,062

¥1,650 アコースティックギター等のネック側のストラップピンの取付料
金です。

リペア/ストラップピン折れ

4909029244012

¥4,125

¥3,300 折れたストラップピンを取り外します。

リペア/ストラップピン穴埋め取付（１ヶ所）

4909029000315

¥1,375

¥1,100 ストラップピンの穴の補修料金です。（１ヶ所）

リペア/ストラップピン穴補修（２ヶ所）

4909029000316

¥2,750

¥2,200 ストラップピンの穴補修料金です。

リペア/ストラト（当店購入・3PU配線）

4909029000310

¥10,312

¥8,250 ストラトキャスターなど３PUの交換料金です。

リペア/セミアコ配線

4909029244609

¥12,375

¥9,900 セミアコ・フルアコなど配線に特殊な技術が必要な配線料金で
す。

リペア/トラスロッド入替（スカンクライン）

4909029000307

¥103,103

¥82,500 フェンダーなどのスカンクラインタイプのネックのロッド折れ修
理価格です。

リペア/トラスロッド補修

4909029244715

¥20,625

¥16,500 レスポールタイプ・ボルトオンタイプのロッド折れしている楽器
のレスキューリペアです。
折れた部分からねじ切りして新しいナットを取り付けます。

リペア/ナット作成

4909029240618

¥8,250

リペア/ナット作成（ブラスナット）

4909029240625

¥12,375

リペア/ナット接着

4909029244593

¥1,375

¥1,100 剥離したナットを接着する料金です。

リペア/ナット溝補修

4909029244999

¥3,437

¥2,750 ナットの溝の補修・調整料金です。

リペア/ネックセットアップ

4909029245262

¥13,750

リペア/ネックリセット（ダブテイル）

4909029244432

¥110,000

リペア/ネックリセット（塗装なし）

4909029243855

¥75,625

¥60,500 アコースティックギターネック角を調整します。

リペア/ネックリフィニッシュ

4909029246924

¥75,625

¥60,500 ネックを再塗装します。塗装剥離・サンディング・トップコート
を含みます。

リペア/ネック塗装

4909029244319

¥27,500

¥22,000 ネックのトップのクリア塗装料金です。

リペア/ネック折れ修理

4909029240595

¥48,125

¥38,500 ネック折れの修理基本料金です。
折れた部分の接着のみ行います。

リペア/ネック折れ（補強・塗装込み）

4909029240601

¥75,625

¥60,500 ネック折れの修理料金です。
折れた部分に接着強度を上げるために補強材を入れるかボリュー
ト加工を施します。
塗装料金含みます。

リペア/ネック調整（取り外し有り）

4909029240571

¥3,437

¥2,750 ネック取外しが必要なトラスロッド調整料金。

リペア/ネック調整（取外無）

4909029240564

¥2,062

¥1,650 トラスロッド調整がネック側でおこなえる場合の調整料金です。

リペア/ハイパス配線

4909029244517

¥4,125

¥3,300 ハイパス・フィルターの取付料金です。
ボリュームを絞ってもハイだけが残りカリっとしたテレキャスの
ようなサウンドが出せます。

リペア/バインディング剥がれ補修【追加補
修】

4909029240664

¥5,500

¥4,400 バインディング剥がれの修理時、追加補修部位があった場合の料
金です。

リペア/バインディング補修

4909029245743

¥11,000

¥8,800 ３０cm以内のバインディング接着修理です。塗装が必要な場合
は別途塗装料金が必要です。

リペア/バッテリーボックス取付

4909029000317

¥11,000

¥8,800 GOTOHのBB-04等のバッテリーボックスの取付料金です。

リペア/ピックアップ巻き直し（１個）

4909029246993

¥24,750

¥16,500 ボディザグリ・配線料金を含みます。
断線したピックアップのワイアを巻き直します。

リペア/ピックガード作成

4909029246964

¥16,500

¥13,200 ピックガード作成料金です。

リペア/ピックガード加工

4909029247052

¥5,500

¥4,400 ピックアップの穴を加工する料金です。（シングルをハムサイズ
にする等）

リペア/フレットレス・ポジションライン

4909029244678

¥27,500

¥22,000 ローズネックのフレットレス加工料金です。フレットライン加工
も行います。

リペア/フレット交換OP（指板調整）

4909029240755

¥20,625

¥16,500 指板を削ってフラットにするリフレット時のオプションです。

リペア/フレット交換（基本料金）

4909029240748

¥48,125

¥38,500 リフレットの基本料金です。

リペア/フレット交換（１本）

4909029244692

¥16,500

¥13,200 フレット1本だけ交換する場合の料金です。
擦り合わせは前後のフレットに合わせます。

¥6,600 角材からのナットを削り出します。
¥9,900 ブラスナットを角材から削りだす料金です。

¥11,000 ストラト・テレキャス・ジャズベースなどボルトオンタイプギタ
ー・ベースのネック角シム調整料金です。
弦高やテンションの調整ができます。
¥88,000 Martin等のダブテイルジョイントのネックリセット料金です。
ネック角を調整してギター本来の鳴りを取り戻します。
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リペア/フレット擦り合せ

4909029240787

¥20,625

¥16,500 フレット擦り合わせを行います。

リペア/ブリッジアース修理

4909029244050

¥5,500

¥4,400 アコースティックギターのブリッジアースを取る加工をします。

リペア/ブリッジサドル溝加工

4909029245675

¥3,492

¥2,750 TOM等金属サドルの溝補修・加工料金です。

リペア/ブリッジピンホール修理

4909029245156

¥27,500

¥22,000 広がってしまったブリッジホールを裏側から補修します。

リペア/ブリッジ交換（加工必要時）

4909029247358

¥27,500

¥22,000 ネジ穴開け直し、簡単なキャビティ拡張が必要な場合のブリッジ
交換料金です。

リペア/ブリッジ交換（加工無し）

4909029243893

¥13,750

¥11,000 シンクロナイズドトレモロ、フロイドローズ、テレキャスター等
のブリッジを交換する作業です。
アーミングによるチューニングの狂いを２０CENT以内まで調整
する料金も含まれています。

リペア/ブレーシング剥がれ（イッカショ）

4909029245439

¥5,500

¥4,400 ブレーシング剥がれを補修する料金です。１箇所のみの場合の料
金です。

リペア/ブレーシング接着/複数

4909029246771

¥27,500

リペア/ペグ交換（セット・加工無し）

4909029240892

¥5,500

リペア/ペグ交換（加工在り）

4909029247341

¥13,750

リペア/ペグ交換（加工有り）

4909029240908

¥12,375

リペア/ボディオールラメ塗装

4909029000314

¥110,000

リペア/ボディクラック修理

4909029243831

¥27,500

¥22,000 アコースティックギターのボディクラックを補修します。
クラック裏に当て木をしてクラックが広がるのを防ぎます。

リペア/ボディトップ割れ

4909029246733

¥55,000

¥44,000 4cm以上、１～２カ所の割れのある場合の修理料金です。
塗装はレタッチになります。

リペア/ポジション剥がれ（１箇所）

4909029244401

¥5,500

¥4,400 ポジションマークの再接着料金です。

リペア/ポット交換

4909029240878

¥3,437

¥2,750 ポット１個の交換料金です。

リペア/店内修理工賃

4909029500000

0

リペア/弦交換

4909029240687

¥687

リペア/指板接着

4909029245866

¥27,500

¥22,000 指板剥がれを接着します。段差ができた場合の段差補修も行いま
す。
塗装が必要な場合は別料金になります。

リペア/接点クリーニング

4909029243862

¥1,375

¥1,100 アウトプットジャック・ポット類、スイッチ類の接点洗浄料金で
す。

リペア/木工加工

4909029244739

¥3,437

¥2,750 簡単な木工切削作業料金です。

リペア/特殊配線

4909029244807

¥12,375

リペア/配線修理

4909029243733

¥1,375

¥1,100 アウトプットジャックの交換、バッテリーの断線など１～６点ほ
どの簡単な配線修理料金です。

リペア/配線加工

4909029244746

¥2,750

¥2,200 ６点～１０点程度のハンダ付け作業料金です。

リペア/配線手直し(アッセンブリ全配線）

4909029240861

¥12,375

リペア/（フレットレス・エポキシ樹脂加工）

4909029244685

¥34,375

リペア／つや消し塗装レタッチ

4909029244067

¥5,500

¥4,400 塗装の打痕の簡単なレタッチ料金です。

リペア／アンプインプット修理

4909029244289

¥4,125

¥3,300

¥22,000 ブレーシング剥がれが多数にわたる場合の修理工賃です。
¥4,400 ペグ、セットでの交換料金です。
¥11,000 穴埋め等が必要なペグ取付工賃です。
¥9,900 ペグ交換時に加工が必要になる交換料金です。
¥88,000 ボディ塗装です。潰しのキャンディカラーの料金です。
トップラッカー塗装工賃も入ります。
納期３～５ヶ月。

¥0 ベリーエイプではお客様のニーズ、楽器に合わせて必要なリペ
ア、改造、アドバイスを行います。
まずはお気軽にご相談ください。おおよそのお見積もりを致しま
す。
¥550 弦交換工賃（混雑時）

¥9,900 特殊な配線を行う場合の料金です。

¥9,900 エレキギター、ベースの全配線をやり直す料金です。
¥27,500 フレットレス加工、フレットライン加工、エポキシ樹脂コーティ
ングを行います。
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